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令和４年 第１１回 栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和 ４年１１月２８日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和４年 第１１回 

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。  

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地の現状変更届出について 

日程第 ５ 報告第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ６ 報告第 ３号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ７ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可取消願について 

日程第 ８ 議案第 ２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第 ３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第１０ 議案第 ４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第１１ 議案第 ５号 農用地利用集積計画について 

日程第１２ 議案第 ６号 非農地証明願について 

日程第１３ 議案第 ７号 農地利用状況調査に伴う非農地の判断について 

 

 

１ 出席委員 （２０名） 

    １番 佐々木  栄 夫 委員、  ２番 佐 藤    勝 委員、 

    ３番 熊 谷  ゆ り 委員、  ４番 佐々木    弘 委員、 

６番 菅 原  勝 宏 委員、  ７番 岩 淵  敬 一 委員、 

８番 米 山  嘉 彦 委員、  ９番 阿 部  一 信 委員、 

１０番 曽 根  金 雄 委員、 １１番 三 浦  正 勝 委員、 

   １３番 芳 賀  博 秋 委員、 １４番 尾 形  陽一郎 委員、 

   １５番 髙 橋    寛 委員、 １６番 狩 野  善 典 委員、 

 １７番 佐々木  耕太郎 委員、 １８番 髙 橋  榮 一 委員、 

 １９番 岩 渕    弘 委員、 ２０番 三 浦    栄 委員、 

 ２１番 大 沢  純 香 委員、 

 ２３番 大 場  裕 之 会長職務代理者、 

 

２ 欠席委員 （３名） 

    ５番 遊 佐  一 成 委員、 １２番 鈴 木  和 子 委員、 

   ２４番 吉 田  優 俊 会長 
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３ 議事に参与した者 

   事務局長        小野寺  世 洋 

   事務局長補佐      小 山  雅 規 

   農地農政係 主 幹   高 橋    潤 

   農地農政係 主 幹   大 場    香 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

議長（大場裕之 会長職務代理者） 

 ご起立願います。 

 ご苦労様です。ご着席願います。 

最近は日増しに寒くなってまいりまして、冬を迎える支度もあちらこちらで見られるよう

になりました。 

それとあわせて、ここ１か月で新型コロナの感染が全国的に急拡大しており、栗原市内で

も感染者数が急増しております。加えて、インフルエンザの感染も出ているという情報もあ

り、同時感染者も発生しているようであります。 

皆様におかれましては、引き続き健康にご留意され活動いただければと存じます。 

  

 それでは、只今から、令和４年 第１０回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 ただいまの出席委員は、２０名であります。定足数に達しておりますので、直ちに会議

を開きます。 

 

 欠席の通告があります。 

 議席番号５番 遊佐 一成 委員、議席１２番 鈴木 和子 委員、議席２４番 吉田 優俊会

長 から所用のため欠席する旨の通告がございます。 

 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 議案説明等のため、関係職員を出席させております。 

 なお、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、会議場の換気をしております。 

 また、皆様にはマスク着用をお願いいたします。 

 

 

 本日、吉田会長が所用により欠席のため、代わって私が議長を務めさせていただきます。 

 議長は初めてのことで、なにぶん不慣れでございますが、なにとぞ皆様のご協力をお願い

いたします。 
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議長 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、農業委員会会議規則第２７条第２項の規定により、議席１３番 

芳賀 博秋 委員、議席１４番 尾形 陽一郎 委員 の両名を指名いたします。 

 

議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本総会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、これに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声 ― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

議長 

 日程第３、事務報告を行います。事務局から報告いたします。 

 

小野寺事務局長 

 議案資料に基づき、令和４年１０月２８日から令和４年１１月２８日までに実施の事務

事業等の報告並びに、令和４年１１月２９日から令和４年１２月２６日までに予定してい

る事務事業等について説明。 

 

議長 

 これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

議長 

 日程第４、報告第 1号 農地の現状変更届出について、を報告いたします。 

 第３区の番号１番の１案件、について事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号１番は、栗駒地区の 田 ２筆 ８７１㎡、耕作条件改善のため現状の田

に２０～３０ｃｍ盛土するもので、現状変更後は畑として野菜を作付け予定で、工事期間

は令和４年１２月２０日完了予定。 

 以上、１案件を説明報告。 
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議長 

 次に、去る１１月２１日、議席番号２１番 大沢 純香 委員、農地利用最適化推進委員の 

佐藤 東一 推進委員、及び 山田 善太郎 推進委員が現地確認調査を行っておりますので、

その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号２１番 大沢 純香 委員 から報告願います。 

 

大沢 純香 委員 

 事務局説明の１案件について、去る１１月２１日に４名にて、書類審査及び現地確認を

行いました。 

 番号１番は事務局説明のとおり、盛土し現状変更後は畑として野菜を作付け予定であり 

特に問題はないと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 これで、日程第４ 報告第１号 農地の現状変更届出について、を終わります。 

 

議長 

 日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告いた

します。 

 第１区の番号１番から番号８番までの８案件、第２区の番号９番から番号１８番までの

１０案件、第３区の番号１９番から番号２０番までの２案件、合わせて２０案件につい

て、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 田 ３筆 ３，６３３㎡、農地法第３条による賃貸

借権解約の１案件、 

 番号２番は、築館地区の 田 ７筆 １０，６１９㎡、 

番号３番は、築館地区の 田 ３筆 ８，７０４㎡、 

番号４番は、築館地区および一迫地区の 田 １５筆 ２１，８９３㎡、畑 １筆  

１４９㎡、計２２，０４２㎡、 

番号５番は、一迫地区の 田 ６筆 １３，１７８㎡、 

番号６番は、一迫地区の 田 １筆 ９８３㎡、いずれも、農業経営基盤強化促進法 

（以下「基盤法」）による賃貸借権解約の５案件、 

番号７番は、一迫地区の 田 １筆 ６５７㎡、 

番号８番は、一迫地区の 田 １筆 ６５７㎡、この２案件は関連案件で、農地中間管

理事業による賃貸借権解約の２案件、 

第２区の番号９番は、若柳地区の 田 １１筆 ９，７０３㎡、 

番号１０番は、若柳地区の 田 １２筆 １０，４４６㎡、畑 １筆 １，５１３㎡、 
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計１１，９５９㎡、いずれも、農地法第３条による賃貸借権解約の２案件、 

番号１１番は、若柳地区の 田 ７筆 ６，５３９㎡、 

番号１２番は、若柳地区の 田 ４筆 ４，０６５㎡、 

番号１３番は、若柳地区の 田 １９筆 １１，３１４㎡、 

番号１４番は、若柳地区の 田 １筆 ７９７㎡、 

番号１５番は、若柳地区の 田 １筆 ９８３㎡、いずれも、基盤法による賃貸借権 

解約の５案件、 

番号１６番は、金成地区の 田 ２筆 ９６１㎡、 

番号１７番は、金成地区の 田 ２筆 ２，０７５㎡、 

番号１８番は、志波姫地区の 田 ２筆 １，６９９㎡、農地法第３条による賃貸借権

解約の３案件、 

番号１９番は、栗駒地区の 畑 １筆 ６６７㎡、農地法第３条による賃貸借権解約の

１案件、 

 第３区の番号２０番は、栗駒地区の 田 ２筆 ２，９０１㎡、基盤法による賃貸借権 

解約の１案件、 

 以上、２０案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第５、報告第２号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、 

報告を終わります。 

 

議長 

 日程第６、報告第３号、使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

 第２区の番号１番から番号２番の２案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１番は、金成地区の 田 ２０筆 ３４，８５２㎡、 

 番号２番は、志波姫地区の 田 ９筆 １９，１５６㎡、いずれも、農地法３条による

使用貸借権解約の２案件、 

以上、２案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わります。 

 

議長 

日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願について、を議題といた

します。 

第１区の番号１番の１案件、について審議いたします。 
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 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、一迫地区の 田 ２３筆 ２９，６２４㎡、畑 ４筆 ２，７５４

㎡、計３２，３７８㎡、令和４年９月２９日付で農地法第３条許可されたが、その後他の

親族により異議申し立てがあり、対象農地の権利について改めて協議することとなったた

め許可の取消を求める旨説明。 

以上、１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願について、の番号１番の１案件、 

について、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願について、の 

 番号１番の１案件については、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議長 

日程第８、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

 はじめに、第１区の番号１番から番号１４番の１４案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 畑 ３筆 １，４０３㎡、 

 番号２番は、築館地区の 田 ２筆 ２，０４８㎡、いずれも、所有権移転贈与の２  

案件、 

 番号３番は、築館地区の 田 ３筆 ８，７０４㎡、 

 番号４番は、築館地区の 田 １筆 １，９４６㎡、いずれも、賃貸借権設定の２案

件、 

 番号５番は、高清水地区の 田 ５筆 １５，５７４㎡、畑 ４筆 １１，０１２㎡、 

計２６，５８６㎡、所有権移転贈与の１案件、 

 番号６番は、一迫地区の 田 ３筆 ３，８４９㎡、 

 番号７番は、一迫地区の 田 １筆 ９８３㎡、 

 番号８番は、一迫地区の 田 １筆 １，６０８㎡、畑 １筆 ４０１㎡、計２，００

９㎡、いずれも、所有権移転売買の３ 案件、このうち番号８番は第１０回農業委員会総

会において、空き家に付属する農地の指定承認済の１案件、 

 番号９番は、一迫地区の 田 １筆 ５３３㎡、畑 ２筆 １，９０４㎡、計２，４３

７㎡、 

 番号１０番は、一迫地区の 田 １筆 ２，０６８㎡、 

 番号１１番は、一迫地区の 田 ３筆 ３，８８９㎡、畑 ５筆 １，１０２㎡、計 

４，９９１㎡、いずれも、所有権移転贈与の３案件、 

 番号１２番は、一迫地区の 畑 １筆 ２６２㎡、使用貸借権設定の１案件、 

 番号１３番は、瀬峰地区の 田 １筆 ６，０３６㎡、賃貸借権設定の１案件、 

 番号１４番は、瀬峰地区の 田 １０筆 １８，０６３㎡、畑 １筆 ６０８．４１㎡ 

計１８，６７１．４１㎡、使用貸借権設定の１案件、 

以上、１４案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る１１月１８日、議席番号１７番 佐々木 耕太郎 委員、私こと議席番号２３番 

大場 裕之、農地利用最適化推進委員の 千葉 律雄 推進委員 が現地確認調査を行っており

ますので、その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号１７番 佐々木 耕太郎 委員 から報告願います。 

 

佐々木 耕太郎 委員 

 去る１１月１８日に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号１番から番号４番は事務局説明のとおりであり、特に問題はないと判断しました。 

 番号５番は親子関係の贈与、番号６番から７番は相手方の要望、番号８番は事務局説明の

とおり空き家に付属する農地の指定承認済案件、番号９番から１３番はいずれも相手方の要

望、番号１４番は親子関係の贈与により、各案件とも特に問題はないと判断しました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号１５番から番号１９番までの５案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１５番は、若柳地区の 畑 １筆 ３６㎡、 

番号１６番は、若柳地区の 畑 １筆 １３８㎡、 

番号１７番は、金成地区の 田 ８筆 ７，２０５㎡、いずれも、所有権移転売買の３

案件、 

番号１８番は、金成地区の 田 ３筆 ３，１２９㎡、賃貸借権設定の１案件、 

番号１９番は、志波姫地区の 田 ４筆 ６，４３６㎡、所有権移転売買の１案件、 

なお、市外居住者であるが新規就農者であることを説明。 

 以上、５案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る１１月２１日、議席１８番 高橋 榮一 委員、農地利用最適化推進委員の 菅

原 昌行 推進委員、及び 氏家 勝子 推進委員が現地確認調査を行っておりますので、その

結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、氏家 勝子 推進委員から報告願います。 

 

氏家 勝子 推進委員 

 去る１１月２１日に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 詳細は事務局説明のとおりでありますが、特に番号１９番は現地は大豆作付中でしたが

刈り取り後に新規就農者が耕作するということであり、特に問題ないと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 
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  ―「はい」の声と挙手 ― 

 

議長 

 議席９番 阿部 一信 委員。 

 

阿部 一信 委員 

 番号１７番の件で伺います。備考欄の対価額が非常に高いが事情があるのでしょうか。 

 

議長 

 事務局説明。 

 

事務局 

 対価金額は記載のとおりです。特に特別な理由はなく本人同士で話し合った金額です。 

 

議長 

 阿部委員よろしいですか。 

 

阿部 一信 委員 

 了解しました。 

 

議長 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

 ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請 について、の 

 番号１番から番号１９番までの１９案件について、原案のとおり許可することに賛成の

委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 
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議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第８、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請 について、の 

 番号１番から番号１９番までの１９案件については、原案のとおり許可することに決定

いたしました。 

 

議長 

 日程第９、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

 第１区の番号１番の１案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、一迫地区の 畑 １筆 ７，４５１㎡、労力低下による営農規模

縮小により申請地を周囲の山林と一体的に管理し、申請地の荒廃を防ぐため杉の苗の植林

を実施するものであります。農地区分は第２種農地であることを説明。 

 以上、許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、千葉 律雄 推進委員から報告願います。 

 

千葉 律雄 推進委員 

 報告いたします。去る１１月１８日に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号１番は、小高い丘の上の大根畑でしたが３分の２以上が未収穫で、労力不足なのか

なと見てきました。隣接地は杉林で今回の植林には問題がないものと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 
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  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請についての第１区の番号１番の１案件

について、原案のとおり許可することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第９、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請についての、 

第１区の番号１番の１案件は、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 日程第１０、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

 第１区の番号１番から番号３番の３案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 番号１番は、築館地区の 畑 ２筆 １，６３７㎡、所有権移転売買の１案件で、申請

地を購入し集合住宅及び駐車場を建築造成するものです。 

 農地区分は都市計画区域内の第１種住居区域内の農地で第３種農地、生活排水は合併処

理浄化槽設置による処理、雨水は自然浸透および既存側溝への排水であることを説明。 

 番号２番は、一迫地区の 田 １筆 ６５７㎡、所有権移転売買の１案件で、申請地を

購入し農産物栽培用資材置場および従業員の駐車場とするものです。 

農地区分は農用地区域内の農地ですが、転用目的が農業用施設であることから不許可の

例外規定に該当、雨水は自然浸透および既存道路側溝への排水であることを説明。 

 番号３番は、瀬峰地区の 畑 １筆 １，５２８㎡、地上権設定の１案件で、申請地を

借り太陽光発電設備を設置し売電収入を得るものです。 

 農地区分は上下水道管の埋設道路に隣接し、さらに概ね５００ｍ以内に２つ以上の医療

機関または教育機関があることから第３種農地、雨水は自然浸透であることを説明。 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、千葉 律雄 推進委員から報告願います。 
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千葉 律雄 委員 

      報告いたします。 

 番号１番は、ヨシが茂っている現況で北側はすでに集合住宅が建設されており、許可に

あたっては特に問題がないものと判断しました。 

 番号２番は、農業法人の農業用施設に接する土地で、事務局説明のとおり不許可の例外

規定に該当することから、許可にあたっては特に問題がないものと判断しました。 

 番号３番は、近隣には同じような太陽光発電設備の設置があり、許可にあたっては特に

問題がないものと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号４番から番号５番の２案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号４番は、若柳地区の 畑 ２筆 ２６５㎡、親子関係で申請地を子が譲り受

け一般個人住宅及び駐車場を建築造成するものです。 

 農地区分は第１種農地ですが一般個人住宅建設であり集落接続の例外規定に該当、排水は

生活排水は合併処理浄化槽による処理、雨水は自然浸透であることを説明。 

 番号５番は、金成地区の 田 １筆 ６０６㎡、申請地を借り隣接する山林からの土砂

運搬用通路として一時転用し造成するものです。 

 農地区分は農振農用地ですが期限を附しての一時転用となり不許可の例外として取り扱

うことを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号１８番 高橋 榮一 委員 から報告願います。 

 

高橋 榮一 委員 

 去る１１月２１日に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 
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 番号４番は、個人住宅建設のための親子間の贈与であり、現地確認の結果、周辺への影

響もないことから問題ないものと判断しました。 

 番号５番は、土取り場への進入路として一時転用の許可済案件の期間延長のための申請

で、周辺への影響もないことから問題ないものと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号６番から番号７番の２案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号６番は、栗駒地区の 畑 １筆 ６６７㎡、親戚間の所有権移転贈与の案

件で、申請地を譲り受け物置及び駐車場を建築造成するものです。 

 農地区分は第１種農地ですが集落接続による不許可の例外規定に該当、雨水は既存の側

溝排出を説明。 

 番号７番は、鶯沢地区の 田 １筆 ６１３㎡、親子間の使用貸借権設定の案件で、申

請地を借り受け資材置き場を造成するものです。 

 農地区分は第１種農地ですが既存農地の２分の１以下の拡張として取り扱い不許可の例

外規定に該当、雨水は既存の側溝排出を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、山田 善太郎 推進委員 から報告願います。 

 

山田 善太郎 推進委員 

 書類審査及び現地確認結果をご報告します。 

 番号６番は、事務局説明のとおりで、問題ないものと判断しました。 

 番号７番は、親子間の使用貸借によるもので、こちらも問題ないものと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請についての番号１番から番号７番まで

の７案件について、原案のとおり許可することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１０、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請についての番号

１番から番号７番までの７案件は、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 それでは、会議開始から１時間が経過したので、午後２時４０分まで、休憩といたし 

ます。 

 

 （暫時休憩：午後２時３０分から２時４２分まで） 

 

議長 

 休憩中の会議を再開いたします。（午後２時４２分） 

 

議長 

 日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する案
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件がありますので、はじめに審議を行います。 

 第１区の番号１番から番号２番の２案件、を審議いたします。 

 

 議席番号１番 佐々木 栄夫 委員は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定による 

委員の議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 暫時休憩いたします。（午後２時４２分） 

（ １番 佐々木 栄夫 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後２時４２分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 田 ７筆 １０，６１９㎡、所有権移転売買の１案件 

 番号２番は、築館地区の 田 ２筆 ４，５８０㎡、新規賃貸借権設定の１案件、 

以上、２案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第５号 農用地利用集積計画についての、第１区の番号１番から番号２番の２案

件、について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１番から番号
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２番の２案件、については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号１番 佐々木 栄夫 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時４４分） 

（ １番 佐々木 栄夫 委員、着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時４４分） 

 続いて、第２区の番号２０番の１案件、について審議いたします。 

 

 議席番号３番 熊谷 ゆり 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 暫時休憩いたします。（午後２時４５分） 

（ ３番 熊谷 ゆり 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後２時４５分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号２０番は、金成地区の 田 ２筆 ３，７９７㎡、所有権移転売買の１案件 

 以上、１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第５号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号２０番の１案件、につい
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て、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号２０番の１案

件については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号３番 熊谷 ゆり 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時４６分） 

（ ３番 熊谷 ゆり 委員、着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時４６分） 

続いて、第２区の番号２１番の１案件、について審議いたします。 

 

 議席番号２番 佐藤 勝 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 暫時休憩いたします。（午後２時４７分） 

（ ２番 佐藤 勝 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後２時４７分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号２１番は、金成地区の 田 ２０筆 ３４，８５２㎡、新規賃貸借権設定の

１案件、 

 以上、１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

 



 18 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第５号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号２１番の１案件、につい

て、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号２１番の１案

件については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号２番 佐藤 勝 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時４８分） 

（ ２番 佐藤 勝 委員、着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時４８分） 

 次に、第１区の番号３番から番号１１番までの９案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号３番は、築館地区の 田 ４筆 ６，２２８㎡、 

番号４番は、築館地区の 田 ５筆 ４，４０１㎡、 

番号５番は、築館地区の 田 １筆 ５，５１５㎡、畑 ２筆 １０，６４３㎡、 

計１６，１５８㎡、 

番号６番は、高清水地区の 田 １筆 １，２３９㎡、 

番号７番は、高清水地区の 田 ３筆 ３，２８１㎡、 

番号８番は、高清水地区の 田 ９筆 ２１，１９２㎡、 

番号９番は、高清水地区の 田 ４筆 ９，７７３㎡、で、いずれも新規賃貸借権設定

の７案件、 

番号１０番は、一迫地区の 田 ６筆 １３，１７８㎡、所有権移転売買の１案件、 
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番号１１番は、瀬峰地区の 田 １筆 ８，８７７㎡、新規賃貸借権設定の１案件、 

 以上、９案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 

議長 

 次に、第２区の番号１２番から番号２２番までの８案件について、審議いたします。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１２番は、若柳地区の 田 ２筆 ４，１７４㎡、 

 番号１３番は、若柳地区の 田 １筆 ７９７㎡、 

 番号１４番は、若柳地区の 田 １筆 ９８３㎡、いずれも所有権移転売買の３案件、 

 番号１５番は、若柳地区の 田 １筆 ４，１２４㎡、 

 番号１６番は、若柳地区の 田 １筆 ３，５３２㎡、 

 番号１７番は、若柳地区の 田 ４筆 ７，６７２㎡、 

 番号１８番は、若柳地区の 田 ６筆 ８，５７２㎡、いずれも新規賃貸借権設定の４

案件、 

 番号１９番は、若柳地区の 田 １筆 ２１９㎡、新規使用貸借権設定の１案件、 

 番号２２番は、志波姫地区の 田 ９筆 １９，１５６㎡、新規賃貸借権設定の１案

件、 

 以上、９案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 
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議長 

次に、第３区の番号２３番から番号２６番までの４案件について、審議いたします。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号２３番は、栗駒地区の 田 ７筆 １１，９３２㎡、 

 番号２４番は、栗駒地区の 田 ３筆 １，３９８㎡、 

 番号２５番は、栗駒地区の 田 ５筆 ７，８４９㎡、 

 番号２６番は、栗駒地区の 田 ６筆 １３，４２８㎡、で、いずれも新規賃貸借権設

定の４案件、 

以上、４案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第６号 農用地利用集積計画についての、 

第１区の番号３番から番号１１番までの９案件、 

第２区の番号１２番から番号２２番までの９案件、 

第３区の番号２３番から番号２６番までの４案件、 

合わせて２２案件について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、 
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第１区の番号３番から番号１１番までの９案件、 

第２区の番号１２番から番号２２番までの９案件、 

第３区の番号２３番から番号２６番までの４案件、 

合わせて２２案件については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 日程第１２、議案第６号 非農地証明願について、を議題といたします。 

 はじめに、第１区の番号１番から番号２番の２案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 畑 ２筆 ５９８㎡、昭和４１年頃に転用されたも

のと思われ祖父が賃貸住宅及び通路を建築造成し現在に至り、今後農地への復元が困難で

あることから、非農地の証明を願い出た旨の１案件、 

 番号２番は、築館地区の 田 １筆 １４㎡、母が隣接宅地に居宅を建築し、以降宅地

敷の一角として使用され現在に至り、今後農地への復元が困難であることから、非農地の

証明を願い出た旨の１案件、 

 以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号１７番 佐々木 耕太郎 委員 から報告願います。 

 

佐々木 耕太郎 委員 

 非農地証明願について、書類確認及び現地確認を行いました。 

 番号１番は、現地確認しましたが、宅地への進入路というか道路ということになってお

り、今後農地への復元は困難であります。 

 番号２番は、宅地に囲まれた境の分からない状態で、日照等もよくない状況であり、今

後農地への復元は困難であります。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 



 22 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号３番から番号４番の２案件、を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号３番は、栗駒地区の 田 １筆 ４４３㎡、畑 １筆 ２，１５７㎡、 

計２，６００㎡、昭和５１年頃から労力不足により耕作できなくなり山林化が進み現在に

至り、今後農地への復元が困難であることから、非農地の証明を願い出た旨の１案件、 

 番号４番は、栗駒地区の 田 １筆 １１１㎡、昭和６０年頃から先代が宅地の庭の一

部として使用し現在に至り、今後農地への復元が困難であることから、非農地の証明を願

い出た旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐藤 東一 推進委員 から報告願います。 

 

佐藤 東一 推進委員 

 去る１１月２１日に４名にて、書類確認及び現地確認を行いました。 

 番号３番は、事務局説明のとおり長く耕作できず山林化し現在に至っており、今後農地

への復旧は困難であると判断しました。 

 番号４番は、申請者の母が宅地の庭の一部として使用し現在に至り、今後農地への復元

が困難であると判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 
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議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第６号、非農地証明願についての、番号１番から番号４番の４案件について、原案

のとおり承認することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１２、議案第６号 非農地証明願の、番号１番から番号４番の４案件に

ついては、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議長 

 日程第１３、議案第７号 農地利用状況調査に伴う非農地の判断について、を議題とい

たします。 

 それでは、番号１番から５６番までの５６案件について、議案の朗読を省略し、内容を

事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 それでは議案を説明します。 

 番号１番は、築館地区の 田 ２１９㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号２番は、築館地区の 田 ７４８㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号３番は、築館地区の 田 ７７１㎡、地目は、登記現況とも田、 

番号４番は、築館地区の 田 ５５３㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号５番は、築館地区の 田 ３１８㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号６番は、築館地区の 田 １１４㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号７番は、築館地区の 田 ２７２㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号８番は、築館地区の 田 ５，０３６㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号９番は、築館地区の 田 ６２１㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号１０番は、築館地区の 畑 ２３３㎡、地目は、登記現況とも畑、 

 番号１１番は、栗駒地区の 田 １，１３５㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号１２番は、栗駒地区の 田 ７８９㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号１３番は、栗駒地区の 田 ２７１㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号１４番は、栗駒地区の 田 ２，７３０㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号１５番は、栗駒地区の 田 ２，１６７㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号１６番は、栗駒地区の 田 ４８３㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号１７番は、栗駒地区の 田 ５４３㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号１８番は、栗駒地区の 田 ９１２㎡、地目は、登記現況とも田、 
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 番号１９番は、栗駒地区の 田 １，０７３㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号２０番は、栗駒地区の 田 ３４８㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号２１番は、栗駒地区の 田 ４，４６４㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号２２番は、栗駒地区の 田 １，２０６㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号２３番は、栗駒地区の 田 ６９７㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号２４番は、栗駒地区の 田 １，７００㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号２５番は、栗駒地区の 田 ２，３２６㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号２６番は、栗駒地区の 田 １４４㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号２７番は、栗駒地区の 田 ２，２８１㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号２８番は、栗駒地区の 田 ８３６㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号２９番は、栗駒地区の 田 １９７㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号３０番は、栗駒地区の 田 ４７８㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号３１番は、栗駒地区の 田 １，０２９㎡、地目は、登記現況とも田、 

番号３２番は、栗駒地区の 田 ３０１㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号３３番は、栗駒地区の 田 １，０５７㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号３４番は、栗駒地区の 田 ８８５㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号３５番は、栗駒地区の 田 １，２９３㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号３６番は、栗駒地区の 田 １，３７４㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号３７番は、栗駒地区の 田 ７，１３５㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号３８番は、栗駒地区の 田 ５４１㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号３９番は、栗駒地区の 田 ７０３㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号４０番は、栗駒地区の 田 １７１㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号４１番は、栗駒地区の 田 ２２９㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号４２番は、栗駒地区の 田 ４４７㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号４３番は、栗駒地区の 田 ４０６㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号４４番は、栗駒地区の 田 １，１８７㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号４５番は、栗駒地区の 田 ７５２㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号４６番は、栗駒地区の 田 ４５７㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号４７番は、栗駒地区の 田 ７１４㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号４８番は、栗駒地区の 田 ７４０㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号４９番は、栗駒地区の 田 ３７６㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号５０番は、栗駒地区の 田 １，４０４㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号５１番は、栗駒地区の 田 １８１㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号５２番は、栗駒地区の 田 １，０５２㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号５３番は、一迫地区の 田 ２，４４４㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号５４番は、一迫地区の 田 ４，２４０㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号５５番は、花山地区の 田 ２，５７５㎡、地目は、登記現況とも田、 

 番号５６番は、花山地区の 田 ８０５㎡、地目は、登記現況とも田、 
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 以上、５６案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第７号 農地利用状況調査に伴う非農地の判断について、原案のとおり決定する 

ことに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 
 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１３、議案第７号 農地利用状況調査に伴う非農地の判断については、

原案のとおり決定いたしました。 

 

議長 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

 これで、令和４年 第１１回 栗原市農業委員会総会を閉会いたします。 

 ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

 

  ＜ 午後３時１１分 閉会 ＞ 
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本会議の顛末を記録し、その正当なることを証するためここに署名捺印する。 

 

 

 

          議     長                 

 

 

          議事録署名委員                 

 

 

          議事録署名委員                 


